
DICTカウンセリングセンター　主催

近年､家族を取り巻く社会の著しい変化により､家族に対する心理的援助の必 

要性がますます高まってきています〇日本家族心理学会は､そのニーズに応え､ 

家族臨床の専門家を養成する目的で家族心理士℡家族相談士の資格を創案しまし 

た○これらの資格は､｢家族心理士,家族相談士資格認定機構｣によって認定され 

ていますo 

家族相談士は､家族関係の調整や､健康な家族をつくるための助言､指導､啓 

発活動のみならず.学校､職場､地域社会､生活環境など､それぞれの家庭を取 

り巻く複雑な社会状況との相互関連も捉えつつ家族を援助していく役割を担って 

おります○ 

｢家族相談士養成講座｣は､家族心理士.家族相談士認定機構が家族相談士を 

養成する講座として承認された講座で､現在､東京基大阪〃仙台の3会場で開催 

されています○これまで1,000名以上の有資格者が誕生しております○ 

2003年度からは､DICT統合カウンセリング研究所が委託を受け､東北地区でも 

家族相談士養成講座(仙台会場)を受講することが可能となりました○家族相談士 

養成講座を修了された方は.家族心理士〃家族相談士資格認定機構の認定試験を 

受験することができ､仙台会場からは300名以上が家族相談士として認定されま 

した○ 

本講座は､臨床心理学､家族心理学､発達心理学､社会福祉学､医学､法学 

等､関係分野の一流の専門家を講師として､家族カウンセリングの理論と技術 

を体系的に学べるように構成されている我が国唯一の家族カウンセリングの専 

門家養成コースです○ 
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家族相談士養成講座d

期　　間　　　平成24 (2012)年6月17日～11月18日

日　　時　　　全12回

･日程の詳細につきましては別紙の日程表をご覧下さい

会　　場

定　　　__員

受講資格

ショーケ-本館ビル

仙台市青葉区五橋2-ll-1

022-266-2784

地下鉄五橋駅南1番出口より1分

仙台市福祉プラザの隣

50名

言　　明　iI　　　　　　　　　　う　1　5　　ユ　　ズ

(1)日本家族心理学会または日本家族カウンセリング協会に1年以上在籍している者｡

(2) DI C Tカウンセリングセンターに1年以上在籍し､講義を受けた者

(3)臨床心理士､日本カウンセリング学会認定カウンセラー､日本産業カウンセラー協会認定産業

カウンセラー(初級以上)の有資格者

(4)医師､社会福祉士､精神保健福祉士､保健師､看護師､保育士の有資格者

(5)心理学及び関連領域の大学院修士課程在籍者または修了者

(6)大学(4年制)を卒業した後､カウンセリングの基礎課程(注①)を修了した者

以上のいずれかの条件に該当する者で､臨床経験(注②)を有する者

注①　基礎的な学習を一年以上(週1回)修めた者

注②　教育相談､電話相談､心理臨床､産業カウンセリング､ケースワークなど､カウンセリング

と関わりのある実践経験1年以上を指す

記の受講資格に該当しないが､受

わせ下さい｡

望される方はDICTカウンセリングセンタ

受　講　料: 150,000円　+　資料代他10,000円

*その他テキストとして文献を購入していただくことがあります

-までお問い合

申込み方法:　申込書に写真を添付.必要事項を記入し､下記宛てに郵送してください｡

〒981-0943　仙台市青葉区国見6-37-1 D-217

DICTカウンセリングセンター

家族相談士養成講座(仙台会場)事務局

(電話,ファックス:022-344-7505　受付時間:火,木,土10:30-15:30)

締　め　切　り 定員になり次第締め切らせていただきます｡

受講について:　受講の可否については申込書を受け取った後､郵便でお知らせします｡

その後へ　雷講者には詳しいしおりを5月上旬ごろま菅にお送場はます.
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家族相談士養成講座を修了された方は､家族心理士℡家族相談士資格認定機構が実施する､家族相談士

資格認定審査の受験資格が得られます｡

平成24年度審査(予定)　平成25 (2013)午

筆記審査実施予定:2月2日(土)東京t大阪"仙台

面接審査実施予定:3月3日(日)東京

面接審査実施予定:3月10日(日)大阪｡仙台

家族相談士資格認定審査の受験料は養成講座の受講料には含まれません｡

平成24年度担当講師(講師は変更の可能性があります)ヨ　　-5-3------電　a　‥マ

東　京　学　芸　大　学　教　授

東京女子大学名誉教授

東　京　大　学　特　任　教　授

山　形　大　学　准　教　授

福　島大学大学院教授

京都大学大学院准教授

東京大学大学院教授

東北工業大学准教授

大河原美以

柏　木憲子

亀　口　憲治

佐藤宏平

生　島　浩

高橋靖意

中　釜洋子

布柴靖枝

明治学院大学准教授

東北大学大学院教授

東京福祉大学大学院教授

東北大学大学院教授

宮城県子ども総合センター所長

麗　澤　大　学　教　授

東北大学大学院准教授

野末武義

長谷jil啓三

平木典子

本郷一　夫

本間博彰

水野修次郎

若　島孔文

(50音順　敬称略)

カリキュラム(42コマ)受講修了には各領域3分の2以上の出席が必須です｡ -i

家族関榛の心理学(A領域　8コマ)

現　代　社　会　と　家　族　問　題

家　　族　　と　　は　　何　　か

夫　婦　関　係　の　心　理　学(1) (2)

親　子　関　係　の　心　理　学(1) (2)

家族ライフサイクルと危機管理(1) (2)

家族カウンセリングの倫理と実際(B領域26コマ)

家　族　シ　ス　テ　ム　論(1) (2)

家族カウンセリ　ングの理論(1) (2)

カップル｡カウンセリングの理論(1) (2)

家族アセスメントの技法と実習(1) (2)

家族カウンセリング技法と実習

I　初　　回　　面　　接(1) (2)

Ⅱ　家族内コミュニケーション(1) (2)

Ⅲ　リ　フ　レ　ー　ミ　ン　グ(1) (2)

Ⅳ　ジ　ェ　ノ　グ　ラ　ム(1) (2)

Ⅴ　月ユーシ]ン･フォーカスト(1) (2)

Ⅵ　心理教育的アプローチ(1) (2)

家族　ロ　ール　プ　レイ(1) (2) (3) (4)

家　　族　　臨　　床　　事　　例(1) (2)

家族と社会(C領域　8コマ)

家　族　相　談　士　の　倫　理

家　　族　　と　　法　　律

家族と職場のメンタルヘルス(1) (2)

家族と社会問題〔持論〕　　(1) (2)

家族相談士と地域社会　　　(1) (2)
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受講風景

*日時カリキュラムの内容､講師は変更する場合があります｡
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DICTカウンセリングセンター

〒981-0943　仙台市青葉区国見6-37-1

ダイアパレスラビュータ国見　D-217

TEL ･ EAX 022-344-7505

問い合わせ受付時間　火･木･土　10:30-15:30



平成24(2012)年度家族相談士養成講座(仙台会場)日程表

月日 倬隴B�時限 處ﾈ暫�講義内容 俎X蹌�

6月17日 涛｣��ﾓ謄�R� ��オリエンテーション 倬ik�ｼr�

9:15-10:45 ���B �i��5h5�6X8������平木典子 

ll:00-12:30 �"�B �i��5h5�6X8���"��

13:30-15:00 �2�B �i��4ｨ4X985ｨ8ｨ984�,ﾉyﾙ�����

15:15-16:45 釘�B �i��4ｨ4X985｣�6ﾘ984�,ﾉyﾙ��"��

6月24日 涛｣�Rﾓ��｣CR�1 ���親子関係の心理学(1) 冏ｸｻﾘ自Wb�
ll:00-ノ12:30 �"�A ��X��ｭhﾅx,ﾉ�9yﾘｧr�"��

13:30-15:00 �2�A 侏ｹ�8��檍,h彿��n)���柏木恵子 

15:15-16:45 釘�A �i��,h,ﾘ巉*��

7月1日 涛｣�Rﾓ��｣CR�1 �"�家族カウンセリング技法と実習:初回面接(1) 儻ｨ�oX醴�
ll:00-12:30 �"�B �i��4ｨ4X985ｨ8ｨ984�ｩd�,h���ｨ���lｩ�｢�"��

13:30-15:00 �2�B �i��4ｨ4X985ｨ8ｨ984�ｩd�,h����I�9yﾘｻ8孜4�4�7h8ﾘ�ｸ6�����亀田憲治 

15:15-16:45 釘�B �i��4ｨ4X985ｨ8ｨ984�ｩd�,h����I�9yﾘｻ8孜4�4�7h8ﾘ�ｸ6��"��

7月22日 涛｣�Rﾓ��｣CR�1 ���夫婦関係の心理学(1) 冢ﾉiiY�ｶ��
ll:00-12:30 �"�A 儻iWxｭhﾅx,ﾉ�9yﾘｧr�"��

13:30-15:00 �2�B �4ｨ6(7h8ｸ4ｨ4X985ｨ8ｨ984�,ﾉyﾙ�����

15:15-16:45 釘�B �4ｨ6(7h8ｸ4ｨ4X985ｨ8ｨ984�,ﾉyﾙ��"��

8月19日 涛｣�Rﾓ��｣CR�1 �2�家族と職場のメンタルヘルス(1) 冏ｸｭIH顯"�
ll:00-12:30 �"�C �i��,i�X�ｨ,ﾈ8�985�8ｸ7x8ｸ5ｃ"��

13:30-15:00 �2�A �i��8�487H5H484�8ｸ,hｮｸｴ�ｬyyﾒ����柏木恵子 

15:15.-16:45 釘�A �i��8�487H5H484�8ｸ,hｮｸｴ�ｬyyﾒ�"��

8月26日 ��3｣3�ﾓ�S｣���1 �"�家族カウンセリング技法と実習‥ジエノグラム(1) ��ﾈｩ益ﾘ���
15:15-16:45 �"�B �i��4ｨ4X985ｨ8ｨ984�ｩd�,h����H5x4x6ﾘ4�8�8��"��

9月30日 涛｣�Rﾓ��｣CR�1 �"�家族カウンセリング技法と実習:リフレーミング(1) 俚):�ﾔy[ﾒ�
ll:00-12:30 �"�B �i��4ｨ4X985ｨ8ｨ984�ｩd�,h���ｨ8ｨ7H8ﾈ�ｸ7�984�"��

10月7日 涛｣�Rﾓ��｣CR�1 �"�家族カウンセリング技法と実習:リノユーシ∃ンフォーカスト(1) 估�8xﾔY[b�
ll:00-12:30 �"�B �i��4ｨ4X985ｨ8ｨ984�ｩd�,h���ｨ5ﾕﾘ8h�ｸ5h8�987H4��ｸ4ｨ5�6r�"��

13:30-15:00 �2�B �i��}X��駟~�����布柴靖枝 

15:15.-16:45 釘�B �i��}X��駟~��"��

10月14日 ��3｣3�ﾓ�S｣���1 �"�家族カウンセリング技法と実習:家族内コミュニケーション(1) ��X憙ﾋIOﾈ撃�
15:15-16:45 �"�B �i��4ｨ4X985ｨ8ｨ984�ｩd�,h����H彿��>�5(7�8X6ｨ5��ｸ5h8x92�"��

10月21日 涛｣�Rﾓ��｣CR�1 �2�家族と社会問題〔持論〕(1) ��i8xﾕ��
ll:00-12:30 �"�C �i��,h��檠n)���ｸ鰮��ﾂ�"��

13:30-15:00 �2�B �i��4�5ｨ5�8�986x,ﾈｵｩd�,h�������高橋靖恵 

15:15-16:45 釘�B �i��4�5ｨ5�8�986x,ﾈｵｩd�,h����"��

11月4日 涛｣�Rﾓ��｣CR�1 �2�家族相談士と地域社会(1) ��Ynﾈ�8鴿��
ll:00-12:30 �"�C �i���ｩ&ｸ齎,i&闔h��橙�"��

13:30.-15:00 �2�C �i���ｩ&ｸ齎,ﾉ|�ﾒ�

15:15-16:45 釘�C �i��,id�zR�布柴靖枝 

11月18日 涛｣�Rﾓ��｣CR�1 �"�家族ロールプレイ(1) �+y$ｩ�ﾈﾅｸ蔗�f��
ll:00-12:30 �"�B �i��8ﾘ�ｸ8ｸ7h8ﾈ42�"��

13:30-15:00 �2�B �i��8ﾘ�ｸ8ｸ7h8ﾈ42�2��

15:15-16:45 釘�B �i��8ﾘ�ｸ8ｸ7h8ﾈ42ィ��

(敬称略)


